クリスマス

ケルティック・クリスマス前夜祭〜セッション・パーティ〜
「セッション・パーティ」開催！

煌めく冬に、今年もケルト神 秘の聖 夜を

ギネスはもちろん、
アイルランドに
ちなんだ料理も提供予定！
飲み食いしながら、本場のパブ・セッション
のような賑わいを楽しもう！

ミュージック

ケルクリ恒例、大好評の「セッション・パーティー」が今年も炸裂する！出演者全員登場！アルタン、
カトクリ、そしてイースト・ポインターズ勢揃い！
しかも、誰が誰と演奏するのか、
ケルトならではの突発的共演セッションも見れる。その場でジャンケンで、抽選で、相手を決める！
わくわくの楽しさいっぱい。
マレード×クリス×ティムのフィドラー合戦に、
マレード＆カトリオーナの夢の女性デュオも！？
「ケルティック・クリスマス」
さあ、今年もアルタンの酔っぱらいセッション・パーティにようこそ！
公演とのセット割引あり

12/4（火）CAY（青山）
18:00開場／19:00開演

（取扱い：プランクトンのみ）

前売：5,400円（税込・全自由・整理番号付き・１ドリンク別）※当日券500円増

3つの島から贈られる、冬の心を暖かくする物語
いにしえから次世代へ…

フェスティバル

受け継がれ育まれる、心豊かな伝統の祭典

【発売】7/10（火）プランクトン 03-3498-2881（平日11時〜19時）http://plankton.co.jp
CAY メール予約 【予約方法】7/15（日）件名を『12/04 ケルティック』とし、
「お名前（フリガナ）/人数 /

2018

ご連絡先（電話番号）」をメールにてご送信ください。→ cayyoyaku@spiral.co.jp
お問い合わせ：CAY 03-3898-7840（平日12:00 〜 20:00）

アルタン

ザ・イースト・
ポインターズ

〜アイランド・ストーリーズ〜

Island Stories

カトリオーナ・マッケ
イ
＆クリス・ス
タウト

アルタン祭り 2018
12/2（日）練馬文化センター 小ホール
〜幻想のケルト音楽コンサート

17:00開演（14:30開場／ 16:00まで自由席）

同日開催

特別ゲスト：遊佐末森（vo）

全席指定：5,400円（税込）

「ケルティック・クリスマス」
友の会会員：4,860円（２枚まで・前売のみ） 公演とのセット割引あり

様々な楽器をもちよって、
アルタンと大規模セッション！

練馬文化センター 小ホール客席

参加希望の方は、予約時に楽器と人数をお知らせ
ください。
なお、見学は自由にしていただけます。
参加無料（練馬公演のチケットをお持ちの方対象）

▼

・すみだ区割（対象／墨田区在住・在勤）
Ｓ席のみ10％引き
・すみだ学割（対象／墨田区在住・在学の小中高生）券種問わず1,000円
（取り扱い：トリフォニーホールチケットセンターのみ）

S席 6,800円（1F、2F・税込）
A席 5,800円（3F・税込）

中学生以下 S席3,400円／A席2,900円
※4歳以上有料
※当日券500円増

12月8日
（土）
すみだトリフォニーホール 小ホール（上映12:30）

自由席 500円（税込）

ピーター・バラカン トークイベント

12月8日
（土）
すみだトリフォニーホール 小ホール（開演14:40）

自由席 500円（税込）

アルタン祭り 特別ゲスト：遊佐末森

12月2日
（日）練馬文化センター 小ホール（開演17:00）

全席指定 5,400円（税込）中学生以下2,500円
※4歳以上有料 ※３才以下入場不可 ※当日券500円増

▼

映画「ソング・オブ・シー 海のうた」

セッション・パーティ

12月4日
（火）CAY（青山）
（開演19:00）

▼ ▼

お得！セット割引
※取扱い：プランクトンのみ

２公演セット： 1 12/8すみだトリフォニーホールS席+
３公演セット： 1 12/8すみだトリフォニーホールS席+

2
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・整理番号付き・１ドリンク別）
5,400円 （税込
※当日券500円増

12/2練馬文化センター=定価12,200円
3

11,000円（税込）

12/4青山CAY=定価17,600円

ッケイ
カトリオーナ・マ
ト
＆クリス・スタウ

15,000円（税込）

12/8（土）

03-3498-2881（平日11〜19時）

http://plankton.co.jp（24時間受付）

期間限定
CD一律
2,000円
キャンペーン期間

7/10〜7/31

期間中、
プランクトンでケルティック・クリスマス出演者のCDを
（税込・送料込）
購入すると、一律2,000円になります！
アルタン
『ザ・ギャップ・オブ・ドリーム』
『ザ・ワイドニング・ジャイル』
『アルタン with RTEコンサート・オーケストラ』
カトリオーナ＆クリス
『BARE KNUCKLE』
カトリオーナ・マッケイ
『ケルティック・ハープ・イン・ブルー』
『スターフィッシュ』
ザ・イースト・ポインターズ『ホワット・ウィ・リーヴ・ビハインド』

アルタン

※大ホール公演チケットをお持ちの方対象

全自由

12/2練馬文化センター+

Altan

※大ホール公演チケットをお持ちの方対象

プランクトン先行発売：7/10（火）受付開始
ご予約・お問合せ プランクトン

rs

15:00-16:00（14:30開場）

12月8日
（土）
すみだトリフォニーホール 大ホール（開演17:15）

▼

3

ザ・イースト・
ポインターズ

アルタン・セッション・ワークショップ

主催・問合せ プランクトン ☎03-3498-2881
（公財）練馬区文化振興協会 ☎03‐3993‐3311

2

The East Pointe

13:00〜17:00（入場フリー）

来場者全員にアルタンからのクリスマス・カードをプレゼント！

アルタン
カトリオーナ・マッケイ＆クリス・スタウト
ザ・イースト・ポインターズ／ステファニー・カドマン

in ねりま

アイルランドの文化、
食、
クラフトを楽しめるスペース。
雑貨、
書籍、
CDなどの販売や展示を行います。

from Canada

先行予約 7/10（火）
：プランクトン 03-3498-2881
一般発売 7/21（土）
：練馬文化センター 03-3948-9000
https://www.neribun.or.jp/
チケットぴあ http://pia.jp 0570-02-9999

ケルティック・クリスマス2018

出張ケルト市

練馬文化センター 2F ギャラリー

中学生以下：2,500円 ※4歳以上有料
（取扱い：プランクトンのみ）
※３才以下のお子様のご入場はご遠慮ください。
※当日券500円増

1

いち

JR & 東京メトロ
「錦糸町駅」
より徒歩5分／すみだ北斎美術館より徒歩10分
〒130-0013 墨田区錦糸1-2-3
後援：アイルランド大使館／カナダ大使館
協力：Irish Network Japan

大ホール
小ホール

from Irela
n

d

ステファニー・
（ステップ・ダ カドマン
ン
from Canada

from Scotland

16:30 開場／17:15 開演

ス）

プランクトン先行発売 7/10（火）
ご予約・お問合せ：プランクトン

03-3498-2881（平日11時〜19時）
http://plankton.co.jp

S席6,800円（1F、2F）／A席5,800円（3F）
中学生以下半額

※4歳以上有料

※当日券500円増

12:15 開場 12:30〜14:10 映画『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』上映 500円（自由席）
14:40〜16:15 ピーター・バラカン トークイベント 500円（自由席）
主催：プランクトン 共催：すみだトリフォニーホール

◆トリフォニーホール・チケットメンバーズ先行 7/12（木）
※先行期間（7/12〜7/15）はS・Aとも5％引

トリフォニーホールチケットセンター
03-5608-1212（10時〜18時）
http://www.triphony.com

※オンラインチケットご利
用には、
トリフォニーホー
ル・チケットメンバーズ
（無
料）
への登録が必要です。

◆一般発売 7/15（日）
プランクトン、
トリフォニーホールチケットセンター
チケットぴあ 0570-02-9999 http://pia.jp

